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公益財団法人橘勝会設立趣旨 

 本法人は、保健衛生及び成人病の早期発見に関して地域住民を啓発するとともに、 

これらに関連する研究を奨励助成し、かつ、県内の医療機関における患者さまの援助そ

の他必要な事業を行うことにより、石川県の保健・医療水準の向上に寄与することを目

的として、昭和６０年、石川県の認定を受け、財団法人橘勝会として設立いたしました。 

 平成２０年の公益法人制度改革により、公益財団法人への移行申請を経て、 

平成２４年３月、石川県及び石川県公益認定等審議会より移行認定されました。 

 平成２４年度より、新たな「公益財団法人橘勝会」としてスタートをいたしました。 

 本法人の主な事業内容は、以下のとおりです。 

◆保健衛生知識の啓発・普及事業 
 
 ＜放送事業＞  

   金沢医科大学等での取材を中心に、各診療科のドクターが番組に出演し、 

  隔週土曜日午前１１時４５分からテレビ金沢にて健康情報番組「カラダ大辞典」 

  として、視聴者にわかりやすい医学番組を制作、放送。 

   放送後には、いつでもどなたでもご覧いただけるよう、番組ホームページ上で 

  動画を公開します。 

 ＜出版事業＞ 

   地域住民の健康に関する啓蒙活動を目的に、雑誌「生命への畏敬」を年１回発刊し、  

  広く県民に配付します。 

 ＜セミナー事業＞ 

   予防医学を中心として地域の人々の予防医療や健康増進に積極的に貢献するため、 

  セミナー＆健康測定会などを開催し、地域との連携を図ります。 

◆研究の奨励助成に関する事業 
 
 ＜研究助成＞  

   生活習慣病、特にがんの予防及び早期診断治療技術の研究・開発を行っている石川  

  県内の医学研究所・医療機関等に対して助成を行います。 

◆諸施設の便宜供与に関する事業 
 
 ＜便宜供与＞  

   医療・福祉施設の利用者に必要な車いす、歩行器、備品等を設置し、施設の利便性 

  の向上を図ります。 
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平成２９年度事業報告事項 

＜放送事業＞ ・・・・・ｐ４ 
 
 
＜出版事業＞・・・・・ ｐ７ 

 

＜セミナー事業＞・・・ ｐ８ 

 

＜研究助成事業＞・・・ ｐ９ 

 

＜便宜供与事業＞・・・ ｐ１０ 

 

＜組織・運営＞・・・・ ｐ１１ 
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◆番組概要 

時 間：隔週土曜日午前１１時４５分から放送「カラダ大辞典」 

放送局：テレビ金沢 

ナビゲーター：平見 夕紀 

◆放送実績（1／2） 
平成２９年４月〜平成３０年３月 全２６話 

放送事業報告①～健康情報番組「カラダ大辞典」放送 

日 付 放送タイトル 出演教員 視聴率 

4月1日 
入院患者の心を守る 

 精神科リエゾンチーム 
金沢医科大学病院 神経科精神科 新田 佑輔 助教 他   

4月15日 
腎機能を維持するために 

 腎臓をいたわる食事 
金沢医科大学病院 栄養部 竹下 欣吾 管理栄養士 3.1％ 

4月29日 
能登の医療の今 

 高齢者の"暮らし”を守る 
金沢医科大学 能登北部地域医療研究所 中橋 毅 教授   

5月13日 
増加する肺がん 

 禁煙のすすめ 
金沢医科大学病院 呼吸器外科 浦本 秀隆 教授 5.0％ 

5月27日 
人工透析 増える高齢者 

 運動のすすめ 
金沢医科大学病院 腎臓内科 中川 卓 助教   

6月10日 
がんであることを子どもに伝える？  

夏休みキッズ探検隊 
金沢医科大学病院 集学的医療センター 

我妻 孝則 
がん看護専門看護師 

5.5％ 

6月24日 
夏はこまめに水分補給を！ 

 高齢者の熱中症対策 
金沢医科大学病院 高齢医学科 渡邊 啓介 医師   

7月8日 
冷え症、むくみ、月経痛…  

漢方薬で不調を治療 
金沢医科大学病院 女性総合診療センター 澤田 未央 助教 3.6％ 

7月22日 
病気？ 老化？ においが分からない… 

 嗅覚障害の治療 
金沢医科大学病院 耳鼻咽喉科 三輪 高喜 教授   

8月5日 
もしかして…早期発見のために 

認知症センター誕生 
金沢医科大学病院 高齢医学科 入谷 敦 講師 

8月19日 
さらに体に優しい治療へ  

小型肺がんの外科治療 
金沢医科大学病院 呼吸器外科 本野 望 助教 

 
4.9％ 

  

9月2日 
災害医療をより確実なものに  

災害弱者 その命を守る 
金沢医科大学 看護学部 在宅看護学 中井 寿雄 講師 

9月16日 
能登の医療の今  

医療塾で地域に光 
金沢医科大学 能登北部地域医療研究所 中橋 毅 教授 7.9％  

9月30日 
早期機能回復のための最新医療  

リハビリテーションセンター 
金沢医科大学病院 リハビリテーションセンター 影近 謙治 教授   

10月14日 
日本人に多い ひざに痛み  

変形性膝関節症の治療 
金沢医科大学病院 整形外科 舘 慶之 助教 4.1％ 

10月28日 
増加する若い女性に多いがん  

子宮頸がん 予防と最新治療 
金沢医科大学病院 産科婦人科 笹川 寿之 教授   
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日 付 放送タイトル 出演教員 視聴率 

11月11日 
スキンケアでアトピーを軽減  

乳児湿疹のケア方法 
金沢医科大学病院 小児科 橘髙 祐子 助教 4.6％ 

11月25日 
症状改善・生活の質の向上のために  

下肢静脈りゅうの外科治療 
金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科 小畑 貴司 講師   

12月 9日 
重症化を防ぐために  

特に注意が必要な冬の感染症 
金沢医科大学病院 感染症科 飯沼 由嗣 教授 7.1％ 

12月23日 
体に負担の少ない前立腺がんの治療  

ロボット支援手術 
金沢医科大学病院 泌尿器科 宮澤 克人 教授   

1月 6日 
放置せずに積極的に受診を！ 

糖尿病 治療薬の発展 
金沢医科大学病院 糖尿病・内分泌内科 北田 宗弘 准教授 5.2％ 

1月20日 
乳がん治療後の女性の日常を取り戻す 

乳房再建術とは 
金沢医科大学病院 形成外科 島田 賢一 教授   

2月 3日 
骨が元に！歯周病治療が可能に!  

あご骨の再生治療 
金沢医科大学病院 歯科口腔科 松本 剛一 准教授 

2月17日 
発展するＣＴ検査装置  
デュアルエナジーＣＴ 

金沢医科大学病院 放射線治療科 的場 宗孝 教授  3.8％ 

3月 3日 
脂肪が与える肝臓への負担  

非アルコール性脂肪肝疾患 
金沢医科大学病院 肝胆膵内科 土島 睦 教授   

3月17日 
放置しないで！目の乾き 

ドライアイの治療 
金沢医科大学病院 眼科 柴田 奈央子 助教 5.7％ 

平均視聴率 ５．１％ 

放送事業報告②～健康情報番組「カラダ大辞典」放送 

◆放送実績（2／2） 
平成２９年４月〜平成３０年３月 全２６話 
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放送事業報告③～健康情報番組「カラダ大辞典」動画配信 

◆テレビ金沢「カラダ大辞典」ホームページ 
放送後には、いつでもどなたでもご覧いただけるよう、番組ホームページ上で動画を
公開。平成２７年からの全放送を、診療科別、ドクター別、そして放送一覧のいずれ
かから閲覧ができます。ＰＣ、スマートフォン用のサイトが用意されています。 

◆ホームページアクセス数 
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ホームページ

４月 1,429
５月 1,588
６月 1,682
７月 1,727
８月 1,382
９月 1,292

１０月 1,344
１１月 1,448
１２月 1,176
１月 1,204
２月 1,201
３月 1,276

合　計 16,749



◆「生命への畏敬」第１５号 

出版事業報告～健康情報誌「生命への畏敬」発刊 

発 行 日 平成２９年１２月２５日  
発 行 元 公益財団法人 橘勝会 
発行部数 ３,０００部 
形  態  ２８Ｐ  Ａ４・カラー  

   
【内容】  

医療チームで支える「家族の健康」 
 

特集：(対談) 家族が「生活習慣病」になったら 
 金沢医科大学 古家 大祐 
 金沢医科大学 小林 淳二 
 

家族も学んでほしい「心筋梗塞」 
  金沢医科大学 梶波 康二 
 

「こころの病気」、ストレスと上手につきあおう 
  金沢医科大学 川﨑 康弘 
 

乳児期のスキンケアで「アレルギー疾患」を予防 
  金沢医科大学 橘髙 祐子 
 

「感染リスク」を減らす、正しい知識と対策 
  金沢医科大学 飯沼 由嗣 
 

ピックアップ：人間ドックで早期発見  ／ 歯科検診の重要性 
  金沢医科大学 浅地 孝能 ／ 金沢医科大学 石橋 浩晃 
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【事業名】北國健康生きがい支援事業 

平成２９年度・第１回 金沢医科大学プログラム 

  金沢医科大学病院 認知症センター完成記念講演 

「本気で取り組む認知症予防」 
 
【日 時】平成２９年７月２３日（日） 

       13：30～16：00 
【会 場】北國新聞20階ホール 

     （石川県金沢市南町2番1号） 

【対 象】一般 

【主 催】(学)金沢医科大学、北國新聞社 

【共 催】金沢医科大学病院認知症センター 

      (公財)橘勝会 すこやか健康応援団 

【協 賛】(株)芝寿司 

【告 知】カラダ大辞典内で告知、 

     北國新聞にて広告掲載、等 

 

セミナー事業報告～ふれあい健康フェア、市民公開セミナー 開催 
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【事業名】内灘ロマンチックウオーク 

       併催 金沢医科大学ふれあい健康フェア 

 

【日 時】平成２９年５月２１日（日） 

       10:00～13:30 
【会 場】内灘町役場 

     （石川県河北郡内灘町大学1-2） 

【対 象】一般 

【主 催】内灘ロマンチックウオーク実行員会、 

      金沢医科大学、内灘町 

【共 催】 (NPO)石川県ウオーキング協会、 

      内灘町ウオーキング協会 

【後 援】北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送、 

     金沢ケーブルテレビネット 

【協 力】 (公財)橘勝会 すこやか健康応援団、 

      河北地区糖尿病発症･重症化予防 

             ネットワーク協議会 

【協 賛】福井銀行 

【告 知】カラダ大辞典内で告知、 

     金医大病院にてチラシ配布、等 



研究助成事業報告～医学研究助成金の交付 
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医学研究助成金として、以下を交付しました。  
 
【テーマ】「脳動脈瘤の破裂予測に関する流体力学的研究」 
【代表者】金沢大学附属病院 脳神経外科 見崎 孝一 助教 
【助成額】５００千円 
 
【テーマ】「過疎地域における高齢者の在宅生活を支える新たな生活期リハビリテーション 
                      プログラムの開発 ～石川県鳳珠郡穴水町をモデルとして～」 
【代表者】金沢医科大学病院リハビリテーション医学科 田邉 望 医員 
【助成額】３４５千円 

 

■（公財）橘勝会 助成選考委員 

 委員長 

  中 農 理 博（公益財団法人橘勝会 理事長） 

 委 員（助成選考委員会規程第3条第1項第2号による委員：県内医科系大学長が推薦した委員） 

  加 藤 伸 郎（金沢医科大学研究推進センター長） 

  西 尾 眞 友（金沢医科大学総合医学研究所長） 

 委 員（助成選考委員会規程第3条第1項第3号による委員：上記大学関係者以外の委員） 

  冨 木 隆 夫（冨木医療器株式会社代表取締役社長） 

  近 藤 邦 夫（石川県医師会長） 



◆車椅子等寄贈 
 
地域医療機関を利用する患者の利便性を図るため、以下を寄贈しました。 
 
【品 名】スチール製車椅子 ＫＲ８０１Ｎ (株)カワムラサイクル製 

      （酸素ボンベ架台、ガードル止め金具、伸縮ガートル棒 (株)カワムラサイクル製） 
     ワゴン車 ＬＷ－２３０Ｐ 村中医療器(株)製 

     ムーブボードⅡ １３５－０２０－０３ 村中医療器(株)製 

【台 数】計14台（ＫＲ８０１Ｎ 12台(附属品付 3台)、ワゴン車 1台､ムーブボード1台） 
【寄贈先】金沢医科大学病院 外来 

諸施設便宜供与事業報告～車椅子寄贈 
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１３５－０２０－０３ 



名 称 公益財団法人 橘勝会 
 

＜役 員＞（平成３０年３月３１日現在） 
□理事長    中農 理博  学校法人金沢医科大学副理事長   
□理 事    山下 公一  学校法人金沢医科大学顧問 
        辻口 徹子 元公益社団法人石川県看護協会常任理事  
        浅田 裕久 株式会社浅田屋代表取締役会長  
        冨木 隆夫 冨木医療器株式会社代表取締役社長  
        折本 健次 明祥株式会社代表取締役 社長執行役員  
        中島 哲夫 株式会社中島建築事務所会長  
        上出   功 内灘町総務部総務課長 
        宮本 治郎 丸文通商株式会社取締役社長 
□評議員    髙島 茂樹 学校法人金沢医科大学理事長  
        川上 重彦 金沢医科大学氷見市民病院最高経営責任者(ＣＥＯ) 
        近藤 邦夫 石川県医師会長、近藤クリニック院長  
        小川   満 穴水町社会福祉協議会事務局長   
        横山 隆昭 株式会社メディカルエーゼット代表取締役社長  
        小泉 泰之 セントラルメディカル株式会社代表取締役 
        由雄 裕之 河北郡市医師会長、由雄クリニック院長 
        北川雅一朗 菱機工業株式会社取締役社長 
□監 事    半田 隆彦 株式会社半田取締役相談役  
        小平 俊行 学校法人金沢医科大学監事  
        水株 正紀 有限会社アカシア商会監査役 
 
＜賛助会員＞ 
□法人会員３４社(順不同)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  株式会社トーケン 
  金沢中央農業協同組合 
 

□個人会員８名  
 
 
 
 

 
                    
□事務局  
 石川県河北郡内灘町字大学１丁目１番地（学校法人 金沢医科大学内） 
  電話：０７６-２１８-８３１０ 

（敬称略） 

公益財団法人橘勝会 組織・運営 
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  菱機工業株式会社 
  株式会社中島建築事務所 
  株式会社福井銀行 
  株式会社北國銀行 
  米沢電気工事株式会社 
  セントラルメディカル株式会社 
  有限会社アカシア商会 
  株式会社半田 
  丸文通商株式会社 
  冨木医療器株式会社 
  北川瀝青工業株式会社 
  株式会社ジェイ・エス・エス 
  株式会社ホクコク地水 
  株式会社北陸銀行 
  株式会社林寺メディノール 
 
 

  三幸電設株式会社 
  三谷産業イー・シー株式会社 
  カナカン株式会社 
  Ｋ･Ｍ･Ｕインターナショナル株式会社 
  株式会社金沢名鉄丸越百貨店 
  株式会社北國新聞社 
  株式会社ヤギコーポレーション 
   株式会社アルプ 
  日栄商事株式会社 
  岸建販株式会社 
  株式会社サカイダフルーツ 
  学校法人金沢医科大学 
 
 
 
 ※ 他５社 

  山下 公一 
  中農 理博 
  髙島 茂樹 
  川上 重彦 

  石田 義幸 
  堀江 大介 
 
 ※ 他２名 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

